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生活支援ロボットの開発
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生活支援ロボットの開発状況

断することは難しい．ここでベネフィットとは「利
用する人」に対する効果であり，単なる機器として

▶▶ロボットへの期待と現実
高齢者や障害者など生活機能が低下した人々の自
立を支援したり，その周囲の人々による介護・介助

の機能・性能（パフォーマンス）ではないことに注
意が必要である．
ま た 生 活 支 援 ロ ボ ッ ト の 安 全 性 に 関 し て は，

を支援したりするロボットの開発が期待されている．

NEDO 生活支援ロボット実用化プロジェクト（2009

具体的には，車椅子ロボット，歩行支援ロボット，

〜 2013 年度）において，国際規格化（ISO 13482）

上肢動作支援ロボット，移乗支援ロボット，コミュ

が進められており，成果が期待される．しかし，こ

ニケーションロボットなどが研究されている．しか

のプロジェクトで扱うリスクは，機械的，電気的等

し，研究は盛んであるが，実用化へ向けたハードル

の機器としての安全性にかかわるものだけであり，

は高く，実際に社会に広く受け入れられるには至っ

生活支援ロボットを利用することにより活動低下を

ていないのが現状である．

招き，廃用症候群（生活不活発病）を引き起こすリ

このような状況には，コスト−ベネフィットやリ

スクといったものは考えられていない．廃用症候群

スク−ベネフィットが十分に高くない，あるいは分

を防ぐには，個々のユーザについて，生活の中で何

からないという要因が大きいと考えられる．コスト，

ができて，何を支援しなければならないかを明確に

リスク，ベネフィットは図 -1 に示すように支援ロ

し，過剰な支援が発生しないようにすることが必要

ボットの 3 つの重要な評価軸であるが，それぞれが

になる．

互いに相反するため，すべてを同時に満たすことは
難しい．そこで，それらをどう定量的に把握し，バ
ランスをとるかが重要になる．

▶▶生活支援ロボットの評価
従来の支援ロボットの研究では，多くの場合に技

産業用ロボットの場合は「労働者の作業を代行す

術シーズが先にあり，それを応用した支援ロボット

る機械」であり，その導入によりメリットがあるか

を考えるというパターンでは実際にロボットがユー

どうかは，コストとして人と比較した生産性の観点

ザにどんなベネフィットを与えられるのかという観

で判断できた．これに対し，生活を支援するロボッ
トの場合も，たとえば介護ヘルパーの人件費を減ら

ベネフィット（＝機能，性能）
高

すという観点でコストを計算することは可能ではあ
る．しかし，このような人件費では計れない QOL
（Quality of Life）向上への支援ロボットの寄与につ
いては，客観的・定量的に表現できないと，それに
どれだけのコストを払うことが妥当であるのかを判

低
コスト

低
リスク

図 -1 支援ロボットの
主要な評価軸
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健康状態

点が抜けている場合が多かったと考えられる．また，
機能が高ければベネフィットが高いわけではなく，

心身機能・構造

活

動

参

逆に廃用症候群（生活不活発病）を引き起こす可能

生活機能
環境因子

性が出てくることも，まったく考慮していなかった．
先に述べた通り，ベネフィットは単なるロボット

個人因子

e1：生産品と用具
補装具
福祉用具
家の改修
支援ロボット

の機械装置としての機能・性能（パフォーマンス）
ではない．支援ロボットの開発においては，実際に

e2：自然環境と人間がもたらした環境変化
e3：支援と関係

使うユーザの生活に合わせた実証実験，臨床評価を

家族，友人，知人

行わない限り，機能がニーズに合っているか，重量

e4：態度
e5：サービス・制度・政策

やサイズに問題がないか，などを正しく判断するこ
とはできない．現状では，生活支援ロボットにおけ

加

社会サービス，保健サービス

図 -2

ICF における生活支援ロボットの位置付け

るベネフィット評価は不十分であり，問題点は大き
く分けて以下の 2 つである．

②ほかの環境因子（福祉用具，福祉サービス，住宅

• 実証実験とはいっても，アンケートにより効果を

環境等）と組み合わせて人の生活機能に影響を与え

実感したかを聞くものが多く，定量的・統計的な
評価指標によりユーザへのベネフィットを明らか
にできているものはほとんどない．

ること，の 2 点が読み取れる．
①に関しては，たとえば「生活支援用のロボット
アーム」を考えた場合，直接支援する活動レベルの

• 実証実験が，実際の生活環境とはかけ離れた，た

「a4300：持ち上げる」だけでなく，「p820：学校教

とえば生活のごく一部だけを切り取ったものであ

育」や「p920：レクリエーションとレジャー」等

ることが多く，そこでの支援ロボットの利用が実

にも影響を与えることが考えられる．

生活でどれだけ役に立つか，どれだけ生活を改善
できるかが不明である．

また，与える影響としてプラス面だけでなくマイ
ナス面もあり得ることにも注意が必要である．開発
者は，ロボットを高機能にすれば，便利でよりよい

ICF の視点での生活支援ロボットの
位置付け

支援になると考えがちだが，本来そのユーザが「で
きる」活動をロボットが代替することによって「し
なくなる」ことは過剰な支援となり，廃用症候群を

国際生活機能分類（ICF）では，人の生活機能（「心

起こす危険性がある．特に高齢者や障害者のユーザ

身機能・構造」「活動」
「参加」の 3 レベル）に影

にとって，どのようなロボットの利用が適している

響を与える因子として，
「健康状態」「環境因子」「個

か，「適用と禁忌」を明示することは重要である．

人因子」の 3 つが定義されている．図 -2 に示すよ

また②については，ユーザはさまざまな環境因

うに，生活支援ロボットは，この中の環境因子の

子（生活環境，人的環境，生活に関連するサービス，

1 つと位置付けられる．具体的には，

社会制度など社会文化的環境）の中で生活するの

• e1151：日常生活における個人用の支援的な生産

であり，生活支援ロボットが単独ですべての問題

品と用具（福祉用具）
• e1201：個人的な屋内外の移動と交通のための支
援的な生産品と用具（福祉用具）

ないことは当然である．従来から使われている福祉
用具（車椅子，義肢装具，つえ，リフト等）とどう

等に該当する．ICF の環境因子として位置付けられ

組み合わせて生活支援すればいいのか，また住宅改

ることから，①単に「活動」を支援するだけでなく，

修による利用環境の整備やほかのサービスとの組合

「心身機能・構造」や「参加」にも影響を与えること，

800

（生活遂行上の不自由さ）を解決することはあり得
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p5203
手の爪の手入れ
p5201
p5208 その他の特定の，
歯の手入れ 45 %
身体各部の手入れ
p5400 衣服を着ること
p5200 皮膚の手入れ

19 %
0%
27 %

p5408 その他の特定の更衣

26 %
44 %

35 %

p5102 身体を拭き乾かすこと

p550 食べること

p5101 全身を洗うこと

50 %
10 %

p5100 身体の一部を洗うこと

p560 飲むこと

33 %

p5700 身体的快適性の確保

p398 その他の特定の
コミュニケーション

2%

10 %

p360 コミュニケーション用具
および技法の利用

p5701 食事や体調の管理

73 %

16 %

a4300

p5708 その他特定の，
健康に注意すること

24 %

p325 書き言葉による
メッセージの理解

持ち上げる

p598 その他の特定の
セルフケア

20 %

p9208 その他の特定の，
レクリエーションとレジャー

6%

40 %

29 %

p6208 その他の特定の，
物品とサービスの入手

p850 報酬を伴う仕事

33 %

このうち “300g 以上のモノを持ち上げる” は約 10％

49 %

45 %

p6400 衣服や衣類の洗濯と乾燥

p6500 衣服の製作と補修
p6405 ゴミ捨て

39 %
p6404 日用必需品の貯蔵 90％の
300g
のモノを持ち上げられれば約
p6402
居住部分の掃除
48 %
23 %
p6403 家庭用具の使用
行動をカバーできる

p6401 台所の掃除と台所用具の洗浄

68 %

16 %

p6502 家庭内器具の手入れ

p6301 手の込んだ食事の調理

36 %

16 %

p6601 他者の移動への援助

p6300 簡単な食事の調理

47 %

35 %

p9202 芸術と文化

p6200 買い物

7%

0%

ICF に基づく生活支援ロボットの開発

図 -3 日常生活での
「持ち上げる」動作の
分析

また，300g の可搬重量でカバーできない重量物
については，ほかの支援機器を組み合わせて解決す

▶▶生活分析とロボットの設計
本村らによる日常生活の ICF による分析

るという方法もあり得る．たとえば掃除機の利用は
1）

によ

やめて掃除ロボットを導入する，やかんの利用はや

ると，モノを持ち上げる動作は日常生活の行動全

めて給水機能のついた電気ポットを利用する，とい

体の約 43% に含まれて，最も重要な動作であるが，

った具合である．ロボットの可搬重量を増やすこと

そのうち 300g 以上のモノを持ち上げるのは約 10%

は，モータの大型化や機構の複雑化，ひいてはロボ

であるという（図 -3）
．この情報は，生活支援ロボ

ットの高価格化につながってしまうが，このように

ットを設計する際にも活用できる．これまでに「モ

支援機器を組み合わせて目標となる生活を実現すれ

ノを持つ」ための生活支援ロボットアームの開発事

ばよいと考えれば，むやみにロボットを高性能にす

例は多く，iARM

2）

や JACO

3）

は製品化され，また

産業技術総合研究所においても独自の直動機構を用
いた RAPUDA

4）

と呼ばれるロボットアームを開発

している．このようなロボットの設計段階において
は，ロボットの可搬重量を決める必要があり，通常

る必要はなくなり，価格も抑えられる．このように，
エビデンスに基づきロボットの仕様を設計し，また
その使い方を提案できれば，無駄のない最低限の機
能を持つロボットの設計につながるであろう．
また，日常生活のうち「p630：調理」における

は持ちたいモノをユーザ等から聞き取る方法をとる．

両手の動作を詳細に分析した結果を図 -4 に示す．

しかし，ICF により生活全体を分析しておくことで，

利き手と非利き手の動作には大きな差があり，

「300g のモノが持ち上げられれば，90% の行動が
カバーできる」ということが予測でき，またカバー
できない行動についてもあらかじめ把握しておくこ
とが可能になる．

• 操作すること，手や腕を回しひねること，はほぼ
利き手のみで実行される
• 握ること，おさえること，はほぼ非利き手のみで
実行される
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持ち上げること
操作すること
おさえること
つまみ上げること
握ること
引くこと
手や腕を回しひねること
洗うこと
押すこと
身体を拭き乾かすこと
はらうこと
身体の一部を洗うこと
その他

図 -5

0
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400
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800
動作時間［s］

利き手

図 -4

両手

1,000

1,200

非利き手

両手の動作の分析（調理時）

生活支援ロボットアーム iARM（左）と RAPUDA（右）

a4402：操作すること
a4403：離すこと
• a445：手と腕の使用
a4450：引くこと

といった違いが見られた．また，非利き手の動作と

a4451：押すこと

しては，持ち上げること，おさえること，つまみあ

a4452：手を伸ばすこと

げること，握ること，の 4 動作ができれば，8 割の

a4453：手や腕をひねること

動作がカバーできることも分かった．このような情

一方で，両者ともに動作スピードの制限により，下

報は，利き手／非利き手を代替するためのロボット

記の動作は困難であった．

アームの設計に利用できる．

• a445：手と腕の使用
a4454：投げること

▶▶生活支援ロボットの評価
ここでは，生活支援ロボットアームの iARM およ
び RAPUDA（図 -5）を題材に，ICF を用いて評価を
5）

ロボットアームの定量的な機能評価
「a430：持ち上げることと置くこと」に関して，

について紹介する．

前項と同様に文献 6）の日用品 43 種類について 2 台

ロボットアームの定性的な機能評価

のロボットを用いて作業実験を行った．まず，物体

行った結果

まず，ICF の「a4：運動・移動」に関して，ロボ

をテーブル上に安定した姿勢で置き，持ち上げ作業

ットが提供可能な機能を調べるための定性的な評価

が成功するか，操縦者が諦めるまで持ち上げ作業を

を行った．文献 6）でリストアップされている「ALS

繰り返し，作業の成功・不成功を記録する．図 -6

（重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾

に iARM および RAPUDA による持ち上げ作業の様

患）患者による把持したい日用品」43 種類のうち
7 割を対象とし，作業が可能であるか試行した．そ

子を，表 -1 に実験結果を示す．
作業成功率は，環境としてテーブルクロス（TC）

の結果，iARM，RAPUDA ともに下記の機能が可能

を敷くか（摩擦が大きくなる）や，把持方法とし

であった．

て「テーブル端ぎりぎりまで寄せてつかむ」を許容

• a430：持ち上げることと置くこと

するか（床に落下させる危険性が高くなる），ハン

a4300：持ち上げる

ド指先のゴム部の有無，といった条件によって変わ

a4301：手に持って運ぶ

る．iARM は，対向するハンド部の指の一方を物体

a4305：物を置く

の下に差し込んで把持するという把持手法を取るた

• a440：細かな手の利用

802

a4455：つかまえること

め，指先およびテーブル面の摩擦が十分でない場合

a4400：つまみ上げること

は，物体が滑り「本，封筒」が持ち上げ困難であった．

a4401：握ること

一方，RAPUDA により持ち上げ作業が困難な物体
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ロボットおよび作業条件

作業成功率

iARM（標準条件）

100.0％（43/43）

iARM（テーブル端なし）

97.7％（42/43）

iARM（テーブル端なし，TC なし）

95.3％（41/43）

iARM（テーブル端なし，TC なし，指先ゴムなし） 93.0％（40/43）

図 -6

ロボットアーム評価実験の様子

は「本，雑誌」の 2 種類で，さらにテーブルの端
を利用しない場合には「テーブルナイフ，ストロー，

RAPUDA（標準条件）

95.3％（41/43）

RAPUDA（テーブル端なし）

79.1％（34/43）

表 -1

ロボットアームの機能評価実験の結果

▶▶ICF に基づく生活支援ロボットのデータ
ベース化

プラスチック容器，新聞，財布，硬貨，杖」も持ち

前述の通り，生活支援ロボットとほかの福祉用具

上げが困難であった．iARM と RAPUDA の作業成功

等を組み合わせて目標とする生活をデザインするこ

率の差は，主にアーム部ではなくハンド部に起因し，

とは，生活機能構成学の目指すところであるが，そ

RAPUDA のハンド部は iARM と比べて太いため，平

のためには生活支援ロボットや福祉用具等の「生活

たいものや高さの低い物体の持ち上げ作業を苦手と

支援機器」に関するデータを収集，整理し，生活デ

していることが分かった．

ザインに利用可能にすることが必要となる．生活支

ユーザに求められる条件

援機器のデータベースとしては，公益財団法人テク
7）

生活支援ロボットアームを利用するには，適切な

ノエイド協会による「福祉用具情報システム（TAIS）
」

操作が可能である必要がある．これには，インタフ

がある．これは，国内福祉用具メーカおよび輸入事

ェースの操作や，危険の判断，ロボットの異常の発

業者からの情報を公開している Web サイトで，7 千

見などが含まれる．そこで，このようなことが十分

件以上（2013 年 5 月現在）の福祉用具情報が登録

にできるための，ユーザに求められる生活機能をリ

されている．大分類（治療訓練用具，パーソナルケ

ストアップすると以下のようになる．

ア関連用具，移動機器，コミュニケーション関連用

• b130：活力と欲動の機能（作業目標の維持）

具，レクリエーション用具など），中分類，小分類

• b140：注意機能（危険・異常の検出）

と細分化して登録されているが，メーカからの機器

• b144：記憶機能（操作手順の習得）

のスペック情報のみで，生活の中での具体的な利用

• b156：知覚機能（空間の認知）

場面からの検索ができない，などユーザの視点から

• b164：高次認知機能（危険・異常の検出）

みるとまだ十分な使い勝手とは言えない．

• b176：複雑な運動を順序立てて行う精神機能（動
作計画）
• b210：視覚機能（操作インタフェースの認識，

そこで，我々は ICF を活用した生活支援機器のデ
ータベースの構築を試みている．図 -7 に「d550：
食べること」を検索キーとして指定した場合の検索

および危険・異常の検知）

結果の例を示す．右側に表示されている ICF の一覧

• b760：随意運動の制御機能

から，項目を選択できるので，生活場面を想定した

b7600：単純な随意運動の制御（操作イン
タフェースのスイッチを押すため）

検索が容易であり，利用目的が近い関連した福祉用
具と生活支援ロボットが同時に表示されるため，比

これらは，ロボットを使いこなすのに必要となるユ

較もしやすい（ICF 以外の任意の単語による全文検

ーザに求められる最低限の心身機能レベルの生活機

索も可能である）．ICF を使うことで，データベー

能である．これに加えて，実際には前述の廃用症候

スには以下のメリットが生じる．

群の発生を防ぐためには，過剰な支援になっていな

• 生活の中での利用場面（利用目的）として参加，

いかという視点での医師等によるアセスメントが欠

活動，心身機能まで，さまざまなレベルで指定で

かせない．

きる
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• 生活全体をカバーした分類になり，また世界共通
のデータ表現になる
しかしながら，本データベースにはまだ課題も多い．
登録時には ICF 項目でタグを付けることができるの
だが，
「ユーザの現状の生活機能」「ユーザが目指す
生活機能」
「機器が提供する生活機能」など項目を
分けておかないと，欲しい情報を過不足なく検索す
ることが難しい．使い勝手の向上を図り，生活支援
ロボットの開発側だけでなく，ユーザや家族，医師
やコ・メディカル等にも利用してもらえる生活支援
機器・ロボットに関するトータルなデータベースを
目指して改良する予定である．

生活支援ロボットを活用した
生活デザインへ向けて
本稿では，生活機能構成学が目指す「生活をデザ
インする」手法の確立に向けて，我々がこれまで
に試みている ICF を活用した生活支援ロボットの開
発・評価手法について紹介した．ICF によるロボッ
トの評価としては，単にどのような動作ができるか
でなく，使うことによってユーザの生活にどのよう
な効果をもたらすかという視点で評価すべきである．
現状では，その効果について，模擬的な生活動作を
行うことにより活動レベル（その中でも「できる活
動」
）での評価のみを行っている．今後は，実生活

図 -7

支援機器データベース
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において「している活動」につながっているか，さ
らに上位の参加レベルの生活機能向上につながって
いるか，という効果を評価する必要があると考えて
おり，そのためには ICF の「活動」と「参加」の関
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係を調査していく必要がある．
ICF の工学的活用はまだ始まったばかりであり，
ロボット研究者・開発者だけでなく，医師を含めた
医療従事者，介護従事者，ユーザなどさまざまな職
種の方々の協力の下で，試行錯誤を行いながら進め
ているところである．真に「役に立つ」生活支援ロ
ボットの開発，および社会への普及に向け，このよ
うな取り組みを継続していきたい．
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